
〇開催日

〇会　場

〇結　果

男子の部 女子の部

優勝 白陵クラブＡ 優勝 両津高校

準優勝 両津高校A 準優勝 羽茂高校

３位 白陵クラブB ３位 佐渡高校

３位 佐渡高校A ３位 相川クラブ

シニア野球

〇開催日 ６月２４日（日）

〇会　場

〇結　果

優勝 金井シニア 個人表彰 最優秀選手賞 柳嶋　惣一 （金井シニア）

準優勝 両津シニアクラブ 優秀投手賞 児玉　廣志

第３位 真野シニア 敢闘賞 計良　裕之

ゲートボール

〇開催日

〇会　場

〇結　果

優勝 岩首

準優勝 グリーンB

第３位 はまべ

バドミントン

〇開催日

〇会　場

〇結　果

男子Ａクラス 男子Ｂクラス 男子Ｃクラス

優勝 渡部　征弘 （相川） 優勝 後藤　宏清 （前浜中） 優勝 村上　敏 （両津）

斉藤　大一 （相川） 坂野　健太 （前浜中） 鬼　利之 （両津）

準優勝 池　大樹 （総合高校） 準優勝 渡辺　伸也 （赤泊） 準優勝 織田　正紀 （両津）

本田　優 （総合高校） 石塚　優 （赤泊） 斉須　謙一 （両津）

3位 親松　利典 （金井） 3位 菊地　裕太 （小木） 3位 石塚　広務 （両津）

倉田　俊徳 （相川） 菊田　章道 （小木） 山下　照彦 （両津）

3位 矢田　好則 （佐和田） 3位 杉山　雅浩 （相川） 3位 椎　博人 （両津）

藤井　裕 （佐和田） 弾正　桂祐 （相川） 坂　吉春 （両津）

女子Ａクラス 女子Ｂクラス 女子Ｃクラス

優勝 高橋　裕希 （金井） 優勝 最上志保子 （佐和田） 優勝 中村洋子 （真野）

児玉　望美 （金井） 弾正幸恵 （相川） 末武　安子 （佐和田）

準優勝 本間　紀子 （畑野） 準優勝 後藤　まき子 （両津） 準優勝 影山　貴恵 （赤泊）

佐野　望 （佐和田） 西澤　智恵子 （両津） 宇治　秀子 （赤泊）

3位 上杉　由美子 （金井） 3位 永井　沙代子 （真野） 3位 小浜　恵子 （新穂）

本間　忍 （畑野） 吉良　千鶴 （佐和田） 小浜　美歌 （新穂）

3位 近藤　瞳 （佐渡総合） 3位 後藤　美佳子 （相川）

宇治　育美 （佐渡総合） 高田　幸恵 （相川）

第１回佐渡市総合スポーツ大会結果

畑野野球場

６月２４日（日）

金井温泉体育館

相川体育館・相川中学校体育館

〇大会期間　平成19年6月23日（土）～8月5日（日）:実6日間

（6／23・24　　7／1・22・29　　8／5）

バスケットボール

６月２３日(土）・２４日（日）

６月２４日（日）

真野中学校・真野体育館



テニス

〇開催日

〇会　場

〇結　果

男子Ａ 女子Ａ 女子B

優勝 田中　建乃介 （トライ） 優勝 菊地　郷子 （佐和田） 優勝 山田　広子 （真野TC）

準優勝 安藤　哲也 （佐和田TC） 準優勝 山田　朋代 （佐和田） 準優勝 　岸　　和 （両津アップル）

3位 高山　誠 （両津アップル） 3位 山本　悦子 （佐和田） 3位 北　美奈子 （ドリームCT）

3位 南藤　和文 （トライ） 3位 高野　佳子 （佐和田） 3位 長田　靖子 （真野TC）

男子Ｂ 男子45歳以上

優勝 山本　和広 （真野TC） 優勝 本間　正志 （トライ）

準優勝 内田　喜徳 （真野TC） 準優勝 藤木　秀成 （佐和田TC）

3位 岡田　哲史 （両津アップル） 3位 本間　伸一 （真野TC）

3位 　哥　　安祐 （佐和田TC） 3位 田中　明弘 （両津アップル）

〇開催日

〇会　場

〇結　果

優勝 銀杏の会A 優勝 新穂トキ

準優勝 チャップリン 準優勝 銀杏の会B

３位 ファミリーT ３位 なかよしA

３位 奥飛騨慕情 ３位 カシオペア

サッカー

〇開催日

〇会　場

〇結　果 個人表彰

優勝 相川ヨンテル MVP 上坂憲一郎 （相川ヨンテル）

準優勝 デストロイヤーFC 得点王 西山正弘 （デストロイヤーFC）

３位 佐渡蹴人倶楽部

両津ＦＣ

剣　道

〇開催日

〇会　場

〇結　果

個人戦

小学生低学年男子

優勝 山本　諒 （新穂） 優勝 親松　光陽 （佐和田） 優勝 石川　善一 （両津）

小学生低学年女子

優勝 遠藤　有菜 （佐和田） 優勝 石川　薫子 （両津） 優勝 金子　真帆 （真野）

一般男子 一般女子

優勝 佐藤　友典 （両津） 優勝 遠藤　由紀 （二見）

団体戦

中学生男子 中学生女子 一般男子 一般女子

優勝 両津少年剣士会A 優勝 真野少年剣士会 優勝 両津剣友会A 優勝 小木剣士会

真野公園テニスコート

７月１日（日）

トリムの部

７月１日（日）

佐渡高等学校体育館

ソフトバレーボール

７月２２日（日）・２９日（日）

一般の部

真野豊田多目的広場・佐渡総合高校グラウンド

中学生男子

中学生女子

８月５日（日）

両津総合体育館

小学生高学年男子

小学生高学年女子



水　泳

〇開催日

〇会　場

〇結　果

自由形５０ｍ 学童 中川　大成 （後山小学校） 土井　阿南 （佐渡SC）

学童B 北見　優帆 （水泳同好会）

一般 出崎　丈陽 （水泳同好会）

自由形100ｍ 学童 近藤　勇毅 （WBあいかわ） 中川　大成 （後山小学校）

一般 佐藤　匠基 （WBあいかわ）

平泳ぎ50m 学童 井所　連 （WBあいかわ） 内田　徳之助 （両津小学校）

学童B 石坂　匠 （佐渡SC）

平泳ぎ１０0m 学童 内田　徳之助 （両津小学校） 井所　連 （WBあいかわ）

一般 宇留間　昌紀 （水泳同好会）

平泳ぎ２００m 一般 宇留間　昌紀 （水泳同好会）

背泳ぎ50m 学童 井所　連 （WBあいかわ）

学童B 井所　楓 （WBあいかわ）

背泳ぎ100m 学童 近藤　勇毅 （WBあいかわ）

一般 出崎　丈陽 （水泳同好会）

背泳ぎ200m 一般 佐藤　匠基 （水泳同好会）

バタフライ50m 学童 近藤　勇毅 （WBあいかわ） 土井　阿南 （佐渡SC）

学童B 田辺　辰樹 （佐渡SC）

一般 岩間　基 （水泳同好会）

バタフライ100m 一般 岩間　基 （水泳同好会）

バタフライ200m 一般 岩間　基 （水泳同好会）

個メ200ｍ 学童 井所　楓 （WBあいかわ） 内田　徳之助 （両津小学校）

ＭＲ４００ｍ 一般 水泳同好会 出崎・宇留間清水・福嶋

ＦＲ２００ｍ 学童C 水泳同好会 渡部・中浜・宇留間・北見

ＦＲ４００ｍ 一般 水泳同好会 出崎・清水・福嶋・宇留間

自由形５０ｍ 学童 大地　彩花 （WBあいかわ） 安達　香代 （佐渡SC）

学童B 石見　優里佳 （後山小学校）

一般 森　貴絵 （水泳同好会）

自由形100ｍ 学童 中村　かおり （両津小学校） 野口　満理亜 （後山小学校）

一般 森　貴絵 （水泳同好会）

平泳ぎ50m 学童 早川　侑里 （佐渡SC） 斎藤　恵美理 （佐渡SC）

学童B 近藤　智美 （WBあいかわ）

平泳ぎ100m 学童 早川　侑里 （佐渡SC）

一般 森　貴絵 （水泳同好会）

背泳ぎ50m 学童B 大地　彩花 （WBあいかわ） 斎藤　恵美理 （佐渡SC）

背泳ぎ100m 一般 岩崎　也奈 （水泳同好会）

バタフライ50m 学童 大地　彩花 （WBあいかわ） 安藤　香代 （佐渡SC）

学童B 大蔵　美南海 （佐渡SC）

一般 道端　夏未 （水泳同好会）

バタフライ100m 一般 若林　佳奈 （WBあいかわ）

バタフライ200m 一般 若林　佳奈 （WBあいかわ）

個メ200ｍ 学童 早川　侑里 （佐渡SC） 中村　かおり （両津小学校）

ＦＲ２００ｍ 学童C 後山小学校 伊藤・井上・佐藤・小田

ＦＲ４００ｍ 一般 水泳同好会 安田・道端・中浜・岩崎

ＭＲ４００ｍ 一般 水泳同好会 中浜・森・道端・安田

８月５日（日）

優勝 2位

優勝 2位

女子

男子

金井運動公園プール


